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第 1 回石川県支部「医師事務作業補助者 とことん活用セミナー」 

開催のご案内 
 

拝啓 時下ますます御健勝のこととお喜び申しあげます。平素は、私ども日本医師事務作業補助研究会の活動に、

格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 

 さて、医師事務作業補助者という職種が誕生して８年が経過しました。これまで当会では、専門職としてその

技術力を高めることを目的に、様々なセミナーや研究会を開催して参りました。皆さまのご理解ご協力のおかげ

で、少しずつ活動の輪は広がり、微力ながら医療の質向上に貢献できる職種に成長できてきたのではないか、と

思っております。本当にありがとうございました。 
しかし、加算による収益だけに目を向ければ本職種は不採算であり、管理者の皆さまから「それでも投資に値

する」と認めて頂ける存在にならなければ、一つの専門職になり得たとは言えません。病院運営の全体最適に資

するため、診療報酬の枠組みと整合を取りながら、どのような価値を創造するか、この難しいテーマに取り組ん

で行かなければなりません。 
そこで、病院管理者に皆さまのニーズやご意見を直接お聞きしながら、私たちがこれから取り組むべきことを

考えて行きたく、「医師事務業補助者 とことん活用セミナー」を企画いたしました。テーマを「医師事務作業補

助者の経済的効果と活用の実際」とし、基調講演とシンポジウムの２部で構成いたします。シンポジウムでは、

「配置とローテーション」に関する事例を報告し、皆さまと実務者とのディスカッションを通じて、今後の可能

性を追究して行きたいと思います。 
ご多忙中とは存じますが、本セミナーの趣旨をご理解いただき、ご臨席賜りますよう、お願い申しあげます。 

敬具 
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第 1 回石川県支部『医師事務作業補助者 とことん活用セミナー』 

～医師事務作業補助者の経済的効果と活用の実際～ 

                                ≪会場：≫ 白山市民交流センターA 会場            

                                        司会： 嶋崎 真紀    

                                  （浅ノ川総合病院 医療秘書室） 

14：00 開会挨拶 

NPO 法人日本医師事務作業補助研究会理事長     矢口  智子               

                                             （金沢脳神経外科病院 診療支援部 副部長） 

14：05 『医師事務作業補助者の医療へのインパクト』 

    医師事務作業補助者は病院医師の過重労働への改善策として誕生しましたが、活用によっては診療の調整役、

効率化促進の担い手として、新しい医療体制を構築できます。 

                               NPO 法人日本医師事務作業補助研究会顧問 

佐藤 秀次（金沢脳神経外科病院 院長） 

14：３５ 『医師・院長の立場から』 

    外来補助業務の実際を紹介し、医師の診療効率向上に寄与している姿を報告します。 

石川県支部顧問：  勝木 保夫 

（やわたメディカルセンター院長） 

15：０５ 『医師事務作業補助者の人件費は”費用“ではなく”原価“』 

     診断や治療、手術、内視鏡検査など国家資格を持つ医師にしかできない仕事だけ専念してもらうことで労働

生産性が上がり、病院財務は好転へ向かいます。医師事務作業補助者がその環境を作ることにより、病院

の”機会損失コスト”を大きく減らします。                   

（株）MM オフィス   工藤 高  

15：３５ 休憩                       

      支部活動報告                

・全国の動向     矢口 智子    (NPO 法人日本医師事務作業補助研究会理事長） 

        ・石川県支部の活動  松井 圭子    （石川県支部支部長） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

16：00 パネルディスカッション 

    『医師事務作業補助者の配置とローテーションについて考える』 

 ～事例報告～ 

    パネリスト   （医師事務作業補助者） 

・浅ノ川総合病院         ・金沢脳神経外科病院 

・恵寿総合病院          ・やわたメディカルセンター 

 

               座 長：石川県支部代表世話人 多賀 千之  

（多賀クリニック院長） 

 

17：00 閉会挨拶         

 石川県支部顧問     上田  博 

（芳珠記念病院 名誉院長） 

プログラム 



 

プログラム   医師事務作業補助者とことん活用セミナー＆かがやきセミナー 

 

 

 

医師事務作業補助者とことん活用セミナー 

≪A 会場≫ 

かがやきセミナー 

≪B 会場≫ 

14：00 

～14：05 

開会のあいさつ 

日本医師事務作業補助研究会理事長 

矢口   智子 

(金沢脳神経外科病院診療支援部副部長) 

開会のあいさつ 

石川県支部代表世話人 

      多賀  千之    

(多賀クリニック院長) 

14：05  

～14：35 

 

『医師事務作業補助者の医療へ    

        のインパクト』 

日本医師事務作業補助研究会顧問 

          講師： 佐藤 秀次 

(金沢脳神経外科病院院長) 

『医療倫理について ～その歴史と重要性～』 

 

石川県支部顧問  

講師： 上田 博 

        （芳珠記念病院名誉院長） 

14：35 

～15：05 

 

 

『医師・院長の立場から』 

石川県支部顧問 

          講師： 勝木 保夫 

 

(やわたメディカルセンター院長) 

『保険会社の視点から～  

保険会社の書類について理解をふかめよう』 

講師： 塚田 直樹 

(損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

北陸保険金サービス部金沢火災新種保険金サービス課副長） 

15：05 

 

～15：35 

 

『医師事務作業補助者の人件費は 

”費用“ではなく”原価“』 

          講師： 工藤 高 

(株式会社 MM オフィス) 

『明日の業務につながる薬剤に関するはなし』 

    ～平成２８年診療報酬改定をふまえて～ 

   講師： 熊野 英一 

（たんぽぽ薬局株式会社 石川県エリアマネージャー） 

15：35 

～16：00 

休憩 

支部活動報告               ≪A 会場≫ 

・全国の動向      矢口 智子 

・石川県支部の活動   松井 圭子 

16：00 

～17：00 

パネルディスカッション          ≪A 会場≫ 

『医師事務作業補助者の配置とローテーションについて考える』 

 

～事例報告～   

パネリスト  （医師事務作業補助者） 

・浅ノ川総合病院         ・金沢脳神経外科病院 

・恵寿総合病院          ・やわたメディカルセンター 

 

            座長：多賀 千之 (多賀クリニック院長) 

 

17：00 閉会のあいさつ 

石川県支部顧問     上田 博 

(芳珠記念病院名誉院長) 

 
 



           第 1 回石川県支部「医師事務作業補助者 とことん活用セミナー」 

日  時 ： 平成 28 年 10 月 15 日（土） 14：00～17：00 （受付開始 13：30～） 

会  場 ： 白山市民交流センター  

         （白山市倉光二丁目 1 番地 白山市役所敷地内） ℡076-274-9591 

対  象  : 病院長、 医師、 事務長、  医師事務作業補助者配置管理者、 

       現場を取りまとめるリーダーの方 等 

主  催 ： NPO 法人日本医師事務作業補助研究会 石川県支部 

後  援 ： 石川県医師会、石川県病院協会  

参加費  ： NPO 法人日本医師事務作業補助研究会   会員:３,０00 円 ・ 一般:５,０00 円 

申込締切 ： 平成 28 年 9 月 30 日（金） 

申込方法 ： 必要事項記載の上、下記 URL（フォーム）よりお申し込みください 

日本医師事務作業補助研究会ホームページ【イベント情報→地方会・セミナーのページ】から

申し込みできます。 

①参加セミナー名 ② 病院名 ③参加者および部署、役職 ④会員（会員番号）・一般 

URL https://goo.gl/forms/2ww3QpM1au7addom1 

 

受付後、２週間以内に返信のない場合は、下記まで連絡ください。                              

携帯メールの通信拒否設定はあらかじめ解除をお願い致します。 

 

  

 

 

 

特定非営利活動法人 日本医師事務作業補助研究会 

http://ishijimu.umin.jp/ 

【白山市民交流センターへの交通アクセス】 

  

お問い合わせ先： やわたメディカルセンター医療秘書課  松井 圭子 

石川県小松市八幡イ 12-7     

        TEL：0761-47-1212（代） FAX：0761-47-7500 

E-mail：iryouhisyo@katsuki-g.com 

 

参加申込 

 

駐車場のご案内 

庁舎前駐車場をご利用ください。満車の場合は、臨時駐車場をご利用ください。 

 

携帯電話やタブレットからも 
簡単にお申し込みいただけます。 

松任石川 

中央病院 

 

http://ishijimu.umin.jp/

